
3504912月19日 曇 良 （2中京3） 第5日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時00分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．5
1：50．9

良
不良

611� レディマーシー 牝2鹿 54 蛯名 正義松本 俊廣氏 北出 成人 米 Toshihiro
Matsumoto B460－ 61：54．7 18．7�

36 � ヴォワドアンジェ 牝2黒鹿54 西村 淳也前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 460＋ 21：55．55 5．7�

612 キクノクライフ 牡2鹿 55 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 488－ 21：55．6� 2．2�
59 シゲルバクハツ 牡2栗 55

54 ☆菅原 明良森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：55．7� 14．0�
47 テーオーアングル 牡2栗 55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 バンブー牧場 484＋121：56．12 5．8�
12 � コスモシェルパ 牡2鹿 55 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor

e Farm 444＋ 81：56．52� 143．4	
816 ヴィクトリオン 牡2鹿 55 川須 栄彦菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 494＋ 4 〃 クビ 13．7

35 ジャストビフォー 牡2黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 462＋ 81：56．92 204．3�
510 メイショウイッコン 牝2芦 54

52 △山田 敬士松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 442± 0 〃 クビ 12．4�
714 ワイドアウェイク 牝2栗 54

51 ▲泉谷 楓真 グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 486－ 21：57．0� 23．8�
815 フレディアーノ 牡2鹿 55 	島 克駿吉田 晴哉氏 高橋 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 21：57．53 57．1�
24 エ ル シ ノ ア 牡2青鹿 55

54 ☆富田 暁�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 538－ 81：58．35 43．8�
11 インバシオン 牡2鹿 55 柴山 雄一田島 政光氏 	島 一歩 日高 モリナガファーム 506＋181：58．62 84．3�
48 メイショウヤマミチ 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心松本 好雄氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 468＋ 42：00．08 130．6�
713 ビービージェニファ 牝2芦 54 川島 信二�坂東牧場 加用 正 浦河 絵笛牧場 452＋ 42：01．710 138．3�
23 ワイワイライリー 牡2栗 55 荻野 極山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか チャンピオンズファーム 476－ 42：02．44 261．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，841，900円 複勝： 44，017，700円 枠連： 8，889，600円
馬連： 40，861，400円 馬単： 20，023，000円 ワイド： 41，949，600円
3連複： 73，261，400円 3連単： 69，777，300円 計： 329，621，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 380円 � 210円 � 120円 枠 連（3－6） 680円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 9，280円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 690円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 31，050円

票 数

単勝票数 計 308419 的中 � 13996（7番人気）
複勝票数 計 440177 的中 � 21203（8番人気）� 46652（3番人気）� 130695（1番人気）
枠連票数 計 88896 的中 （3－6） 10002（2番人気）
馬連票数 計 408614 的中 �� 9899（14番人気）
馬単票数 計 200230 的中 �� 1618（35番人気）
ワイド票数 計 419496 的中 �� 7856（18番人気）�� 15294（7番人気）�� 29728（2番人気）
3連複票数 計 732614 的中 ��� 16255（9番人気）
3連単票数 計 697773 的中 ��� 1629（96番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．9―13．3―12．8―12．7―12．7―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―38．3―51．6―1：04．4―1：17．1―1：29．8―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3
7，11（6，12）16（4，14）2（1，9）（8，15）5（3，10）＝13・（7，11）（6，12）16（4，14）（2，1）9，5（15，10）－8－3＝13

2
4
7，11，6，12，16（4，14）（2，1）9（5，8）15，3，10＝13・（7，11）－（6，12）16，4（2，14）（5，9，1）－15，10－8＝3＝13

勝馬の
紹 介

�レディマーシー �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Cape Town デビュー 2020．9．21 中京6着

2018．4．13生 牝2鹿 母 Two Oceans 母母 Ocean Cat 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走状況〕 ビービージェニファ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ビービージェニファ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヤマミチ号・ビービージェニファ号・ワイワイライリー号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和3年1月19日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 グランツエクラ号・グロワールミノル号・ヒロヘヴン号・マイスターハント号

3505012月19日 曇 良 （2中京3） 第5日 第2競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時30分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

44 フ ラ ー レ ン 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：54．8 4．3�
22 アドマイヤメティス 牝3鹿 54 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：55．97 4．9�
79 シ ェ ー ン 牝3芦 54 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 4 〃 クビ 10．4�
55 チェルアルコ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 530＋ 41：56．32� 2．3�
67 フラッグサルート 牝5鹿 55

52 ▲秋山 稔樹吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 452＋ 7 〃 ハナ 67．7	
811 ナムラパフィン 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 B430＋ 81：56．51� 8．1

78 ベ ル ヴ ォ ワ 牝4鹿 55 荻野 極�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：56．6クビ 27．5�
11 アルタグラシア 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 21：56．91� 67．9�

66 フルートフルデイズ 牝3黒鹿54 中井 裕二飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 472＋ 61：57．11� 139．2
33 ソニックビースト 牝3黒鹿54 川須 栄彦杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 498＋ 41：57．31	 12．4�
810 ピュアリーグッド 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 466＋ 81：59．010 44．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，952，500円 複勝： 49，315，900円 枠連： 6，344，200円
馬連： 39，334，600円 馬単： 20，917，100円 ワイド： 38，496，400円
3連複： 62，021，100円 3連単： 77，616，800円 計： 324，998，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 160円 � 230円 枠 連（2－4） 1，710円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 590円 �� 650円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 17，790円

票 数

単勝票数 計 309525 的中 � 57294（2番人気）
複勝票数 計 493159 的中 � 55777（3番人気）� 90278（2番人気）� 51805（5番人気）
枠連票数 計 63442 的中 （2－4） 2871（10番人気）
馬連票数 計 393346 的中 �� 19636（6番人気）
馬単票数 計 209171 的中 �� 5559（10番人気）
ワイド票数 計 384964 的中 �� 16779（6番人気）�� 14981（8番人気）�� 16280（7番人気）
3連複票数 計 620211 的中 ��� 11407（12番人気）
3連単票数 計 776168 的中 ��� 3162（56番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―14．4―13．5―12．5―12．4―12．5―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―39．3―52．8―1：05．3―1：17．7―1：30．2―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1
1
3
・（2，4）（1，6）9（3，7，10）8（5，11）・（8，2，4）11－（9，6）（1，10）（3，7）5

2
4
・（2，4）（1，6）9（7，10）（3，8）（5，11）・（8，2）4，9（6，11）（1，3，7，10）5

勝馬の
紹 介

フ ラ ー レ ン �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Vindication デビュー 2019．7．28 札幌4着

2017．3．19生 牝3鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 8戦2勝 賞金 17，210，000円

第３回 中京競馬 第５日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3505112月19日 曇 良 （2中京3） 第5日 第3競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時00分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

24 コウユークロガヨカ 牡4黒鹿 57
54 ▲秋山 稔樹加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B472± 01：12．2 2．0�

47 � エスケーアタランタ 牝4黒鹿 55
54 ☆富田 暁菅藤 宗一氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 468＋ 21：12．41� 4．5�

59 ハギノオーロ 牝3鹿 54 西村 淳也安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 516＋101：12．61� 22．1�
713 セントクリーガー 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 500＋ 61：12．91� 6．4�
816 カ イ ア ワ セ 牝3栗 54 柴山 雄一内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 436± 01：13．01� 37．6�
36 ゴーゴーレイワ 牝3黒鹿54 浜中 俊上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 476＋ 21：13．31	 6．6�
510� ラブリースパイス 牝6栗 55

54 ☆亀田 温心前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 458＋20 〃 クビ 72．0	
35 トウケイココノエ 牝4芦 55 中井 裕二木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 540＋ 41：13．4クビ 30．0

815 バーンパッション 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 472＋121：13．5	 35．7�
48 � スターアイランド 牝4鹿 55

53 △山田 敬士荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 412＋ 41：13．81	 557．3�
12 ス ト レ ガ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 462－ 61：13．9クビ 430．9
23 コトブキレイア 牝3鹿 54 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 458＋12 〃 ハナ 56．8�
714 フレッシュステージ 
3鹿 56 小牧 太西村新一郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田原橋本牧場 438－ 6 〃 ハナ 50．9�
612 デルマトルマリン 牝3鹿 54 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480＋221：14．21	 320．0�
11 ヤサカパフィー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 476＋ 61：14．51	 22．0�
611� ブロンドキュート 牝5栗 55

54 ☆菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B458± 01：14．82 212．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，165，700円 複勝： 49，527，500円 枠連： 7，669，800円
馬連： 37，329，500円 馬単： 20，292，800円 ワイド： 40，453，800円
3連複： 63，431，600円 3連単： 72，527，400円 計： 321，398，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 370円 枠 連（2－4） 450円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 230円 �� 860円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 10，310円

票 数

単勝票数 計 301657 的中 � 116855（1番人気）
複勝票数 計 495275 的中 � 171688（1番人気）� 76083（2番人気）� 20362（5番人気）
枠連票数 計 76698 的中 （2－4） 12952（1番人気）
馬連票数 計 373295 的中 �� 65375（1番人気）
馬単票数 計 202928 的中 �� 21425（1番人気）
ワイド票数 計 404538 的中 �� 53371（1番人気）�� 11046（9番人気）�� 5192（18番人気）
3連複票数 計 634316 的中 ��� 13749（7番人気）
3連単票数 計 725274 的中 ��� 5100（20番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―12．2―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．5―47．7―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．7
3 ・（9，4）14（13，6，16）7－（5，10）（3，15）（2，12，8）1－11 4 ・（9，4）14（7，13，6，16）－（5，10）3（15，8）2，12（1，11）

勝馬の
紹 介

コウユークロガヨカ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．5 中山3着

2016．3．21生 牡4黒鹿 母 アイティアビー 母母 トウキュウアビー 19戦2勝 賞金 36，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケイアイマリブ号

3505212月19日 晴 良 （2中京3） 第5日 第4競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走11時30分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

814 ト ゥ ル ボ ー 牡4栗 60 小野寺祐太�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506＋ 63：21．7 17．3�

813 レッドローゼス 牡6鹿 60 蓑島 靖典 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 490＋ 63：21．91� 2．8�
711 クリノテルチャン 牝3栗 56 大庭 和弥栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 山田牧場 490± 03：22．0� 34．2�
33 ダイワスキャンプ �8鹿 60 五十嵐雄祐大城 正一氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 440－ 23：22．31	 6．8�
22 
 ウエスタンマリーヤ 牝5鹿 58 上野 翔西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 486± 03：22．83� 48．5�
57 トーセンポエム 牡3青 58 草野 太郎島川 	哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋ 43：23．22 107．9

58 マ ス カ テ ル 牡3鹿 58 中村 将之 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 490＋ 63：23．41� 4．1�
45 ハーツフェルト 牝5栗 58 森 一馬林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496＋183：24．88 4．9
11 シオンコタン 牝4鹿 58 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム B446＋ 43：26．18 128．0�
34 リ ピ ネ 牝3鹿 56 佐久間寛志�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 23：27．710 50．8�
69 シャーベットフィズ 牡3黒鹿58 高田 潤橋元 勇氣氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 492＋223：28．33� 28．9�
46 
 コトブキアゲート 牡4栗 60 伊藤 工真尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 476－ 43：29．25 129．2�
610
 コ ン シ ー ド �4栗 60 金子 光希河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 472＋103：31．7大差 266．3�
712 クリノサンシャイン 牝3鹿 56 熊沢 重文栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 434＋ 4 （競走中止） 8．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，809，000円 複勝： 21，902，800円 枠連： 6，970，600円
馬連： 27，890，500円 馬単： 14，063，300円 ワイド： 23，594，100円
3連複： 49，769，800円 3連単： 53，245，600円 計： 218，245，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 450円 � 170円 � 550円 枠 連（8－8） 2，690円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 760円 �� 3，760円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 15，910円 3 連 単 ��� 110，290円

票 数

単勝票数 計 208090 的中 � 9600（6番人気）
複勝票数 計 219028 的中 � 11041（6番人気）� 42793（1番人気）� 8721（7番人気）
枠連票数 計 69706 的中 （8－8） 2003（11番人気）
馬連票数 計 278905 的中 �� 10638（9番人気）
馬単票数 計 140633 的中 �� 1854（23番人気）
ワイド票数 計 235941 的中 �� 8323（9番人気）�� 1562（36番人気）�� 3068（21番人気）
3連複票数 計 497698 的中 ��� 2346（50番人気）
3連単票数 計 532456 的中 ��� 350（326番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．5－3F 40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→→�」
1
�
2，11，7＝14－4，13，5，3（1，8）＝10＝9－6
2，11（7，14，13）＝3－5，8－4，1＝9－10＝6

2
�
2，11，7＝14，13，4－（5，3）（1，8）－10＝9－6
2－（11，13）（7，14）－3＝（5，8）－1－4＝9＝10，6

勝馬の
紹 介

ト ゥ ル ボ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．8．11 新潟10着

2016．4．6生 牡4栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 クリノサンシャイン号は，1周目5号障害〔ハードル〕を外側に斜飛し，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 クリノサンシャイン号は，障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エフティハヤテ号・ブルーガーディアン号・マイサンシャイン号・ワーウルフ号



3505312月19日 曇 良 （2中京3） 第5日 第5競走 ��3，330�障害3歳以上オープン
発走12時20分 （ 芝 ）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：37．4良

34 キャプテンペリー �7栗 60 五十嵐雄祐千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 512－ 23：38．6 10．2�
46 ダノンロッソ 牡6青鹿60 植野 貴也�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 458＋143：38．92 27．2�
610 テイエムコンドル 牡9鹿 60 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468＋ 4 〃 アタマ 19．4�
813� ウインリベロ 牡5栗 60 上野 翔�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 432－ 6 〃 アタマ 44．4�
57 � アサクサゲンキ �5鹿 60 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

480＋163：39．21	 3．8�
712 マイネルパラディ �6芦 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 474＋103：39．62
 9．0	
33 インザムード �3青鹿58 中村 将之三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462＋ 43：39．91	 8．7

711 ド ゴ ー ル 牡4鹿 60 小野寺祐太 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 470＋ 63：40．32
 35．1�
69 ポルトラーノ �4鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500＋ 23：41．15 5．0
11 オールマンリバー 牡8黒鹿62 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 512± 03：41．31� 9．1�
58 トーヨーピース 牡6鹿 62 江田 勇亮中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 490＋ 43：41．72
 259．6�
22 コウユーホクト 牡5鹿 62 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 502－ 43：42．55 4．8�
814 ラフレシアレディ 牝4鹿 58 伊藤 工真吉田 恵子氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 482－163：48．5大差 121．7�
45 アグネスフォルテ �7栗 60 西谷 誠畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 442＋163：50．4大差 191．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，223，800円 複勝： 30，707，600円 枠連： 7，724，200円
馬連： 29，576，700円 馬単： 14，936，500円 ワイド： 28，226，700円
3連複： 57，336，700円 3連単： 61，073，600円 計： 250，805，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 370円 � 930円 � 490円 枠 連（3－4） 5，210円

馬 連 �� 10，580円 馬 単 �� 19，610円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 2，260円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 51，430円 3 連 単 ��� 253，010円

票 数

単勝票数 計 212238 的中 � 16497（7番人気）
複勝票数 計 307076 的中 � 23181（7番人気）� 8043（9番人気）� 16700（8番人気）
枠連票数 計 77242 的中 （3－4） 1147（19番人気）
馬連票数 計 295767 的中 �� 2165（36番人気）
馬単票数 計 149365 的中 �� 571（71番人気）
ワイド票数 計 282267 的中 �� 2235（36番人気）�� 3259（28番人気）�� 1404（48番人気）
3連複票数 計 573367 的中 ��� 836（135番人気）
3連単票数 計 610736 的中 ��� 175（712番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 54．3－3F 41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→→
」
1
�

・（4，9）－3，12（14，2）7（11，1）10，13（6，8）＝5・（4，9）＝7，12（3，13）1（2，11）10－6－8＝14＝5
�
�
・（4，9）＝（3，12）2，1，7－11，13，14，10（6，8）＝5
4，9，7－（12，13）－（10，3，11）（2，1）6＝8＝14＝5

勝馬の
紹 介

キャプテンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．11 福島1着

2013．4．15生 �7栗 母 メイグレイス 母母 サンシャインステラ 障害：4戦2勝 賞金 23，390，000円
〔その他〕 アグネスフォルテ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アグネスフォルテ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年1月19日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ザメイダン号・シングルアップ号・リボンナイト号
（非抽選馬） 3頭 タイセイアプローズ号・パリカラノテガミ号・ホウオウカーニバル号

3505412月19日 晴 良 （2中京3） 第5日 第6競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

36 ストークダバノン 牡3栗 56 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 510＋ 41：53．2 2．9�
714 ゴールドパラディン 牡3栗 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：53．3クビ 4．4�
611� コラルノクターン 牡3鹿 56 	島 克駿グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 510－ 81：53．61
 3．5�
59 レッドラトゥール �3鹿 56

55 ☆亀田 温心 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 B480＋ 41：53．71 25．0�
713 レッドレイル �4黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444＋ 61：54．33� 9．7	
47 ジンフラッシュ 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 494－ 41：54．4クビ 20．7

48 アストゥーリアス 牡3栗 56 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 468－ 2 〃 クビ 33．9�
24 グッドリドゥンス 牡3栗 56 柴山 雄一林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 482＋ 21：55．25 135．9�
23 クリノファイヤー 牝3栗 54

52 △山田 敬士栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 456－101：55．83� 202．7
510 メイショウメイユウ 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436± 01：55．91 52．5�
11 サイモンルグラン 牡3鹿 56 川須 栄彦澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 498－ 41：56．0クビ 123．7�
12 シゲルモクセイ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 478＋301：56．21� 21．1�
612� ロイヤルパープル �3芦 56 水口 優也ゴドルフィン 加藤 征弘 英 Rabbah Blood-

stock Limited B494－101：56．3クビ 159．8�
35 ブーケオブジュエル 牝4栗 55 西村 淳也 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 482－181：56．5
 12．0�
815 オ ル ガ ン ザ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム B544－ 41：57．24 86．7�
816 タイセイグランツ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 512－ 22：00．1大差 457．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，803，000円 複勝： 47，512，400円 枠連： 9，861，500円
馬連： 43，050，400円 馬単： 19，184，100円 ワイド： 43，630，700円
3連複： 67，849，500円 3連単： 74，234，700円 計： 339，126，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（3－7） 440円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 310円 �� 310円 �� 280円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 338030 的中 � 90426（1番人気）
複勝票数 計 475124 的中 � 95448（2番人気）� 93901（3番人気）� 95557（1番人気）
枠連票数 計 98615 的中 （3－7） 17298（1番人気）
馬連票数 計 430504 的中 �� 47781（2番人気）
馬単票数 計 191841 的中 �� 11337（1番人気）
ワイド票数 計 436307 的中 �� 35485（2番人気）�� 34976（3番人気）�� 40276（1番人気）
3連複票数 計 678495 的中 ��� 59995（1番人気）
3連単票数 計 742347 的中 ��� 13623（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．3―12．8―12．5―12．6―13．2―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．2―50．0―1：02．5―1：15．1―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．1
1
3
12，11，15，5，14，6－（3，9）2－7－13（4，16）－8－（1，10）
12，11，15（5，14）（6，9）（3，7）－（2，4，16）（13，8）－（1，10）

2
4
12，11，15，5，14，6（3，9）2，7－13（4，16）－8－10，1
12，11，15（5，14）6（7，9）3－（4，8）（2，13，16）（1，10）

勝馬の
紹 介

ストークダバノン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2020．4．12 阪神8着

2017．5．11生 牡3栗 母 ファーストバイオリン 母母 Sunrise Symphony 4戦2勝 賞金 13，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイグランツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19日まで平地競

走に出走できない。



3505512月19日 晴 良 （2中京3） 第5日 第7競走 ��2，000�2歳未勝利
発走13時25分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．6
1：58．9

良
良

59 マテンロウエール 牡2鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 498－ 22：01．4 1．9�
510 リーブルミノル 牡2栗 55

52 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 82：01．61� 8．3�
611 マイネルグロース 牡2芦 55

52 ▲秋山 稔樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 442－ 62：02．87 61．7�

23 トーホウロゼリア 牝2鹿 54
53 ☆亀田 温心東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 448－102：03．0� 73．4�

48 カ サ デ ガ 牡2芦 55 中井 裕二杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 452－ 22：03．1� 7．4�
12 ウォーターアークス 牡2青鹿55 藤岡 康太山岡 正人氏 河内 洋 新ひだか 野坂牧場 472－ 2 〃 クビ 43．7	
715 タスマンハイウェイ 牡2黒鹿 55

54 ☆菅原 明良吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 524＋ 22：03．31� 4．9

817 ニホンピロコール 牡2黒鹿55 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 474－ 2 〃 ハナ 181．5�
818 バーガンディ 牡2黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹山内 晃氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 464＋ 8 〃 ハナ 27．7�
11 ジョウショーペース 牡2芦 55 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 482－ 42：03．83 70．6
47 シェーンシュタット 牡2黒鹿 55

54 ☆富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 442± 02：04．43� 29．8�

714 シャイニーターフ 牡2栗 55 長岡 禎仁小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 422－ 62：04．5� 504．5�
612 コ ー チ ェ ラ 牡2鹿 55

53 △山田 敬士山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 480－ 22：04．6� 362．6�
36 トウカイクラルテ 	2鹿 55 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 474＋14 〃 ハナ 371．0�
35 スーパーフェイバー 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 22：04．81� 27．0�

713 ハンデンアミーラ 牝2鹿 54 水口 優也坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 川上牧場 420－ 62：05．65 886．4�
816 レジリエンススター 牝2鹿 54 荻野 極フィールドレーシング 武井 亮 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 62：06．13 517．8�
24 サドルロード 	2鹿 55 小崎 綾也 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524＋162：07．37 43．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，424，100円 複勝： 46，847，200円 枠連： 9，562，000円
馬連： 39，142，600円 馬単： 22，284，200円 ワイド： 41，188，300円
3連複： 63，171，700円 3連単： 81，947，500円 計： 343，567，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 230円 � 900円 枠 連（5－5） 630円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，520円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 15，100円

票 数

単勝票数 計 394241 的中 � 172550（1番人気）
複勝票数 計 468472 的中 � 124669（1番人気）� 49197（4番人気）� 9192（10番人気）
枠連票数 計 95620 的中 （5－5） 11590（3番人気）
馬連票数 計 391426 的中 �� 42565（3番人気）
馬単票数 計 222842 的中 �� 15689（3番人気）
ワイド票数 計 411883 的中 �� 30765（3番人気）�� 6619（13番人気）�� 3560（30番人気）
3連複票数 計 631717 的中 ��� 8005（18番人気）
3連単票数 計 819475 的中 ��� 3932（34番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―12．3―12．3―12．1―12．7―12．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．2―48．5―1：00．8―1：12．9―1：25．6―1：37．9―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8
1
3

・（4，5）10（9，11）（6，12）（2，8，15）（16，17）（3，18）14－7－13－1・（4，10）5（9，11，12）（6，8，15）（2，16，17）（3，18）－（14，7）（13，1）
2
4

・（4，5）10，9，11，6（8，12）（2，15）（16，17）（3，18）－14＝（13，7）－1・（4，10）（9，11，15）（6，5，8，12，17）（3，2，18）14（13，1，16，7）
勝馬の
紹 介

マテンロウエール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．11．15 阪神2着

2018．2．10生 牡2鹿 母 ディアチャンス 母母 マルカムーンライト 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サドルロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月19日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウインアミュレット号・グリームエース号・ショウネンジダイ号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンアイビー号

3505612月19日 晴 良 （2中京3） 第5日 第8競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・左）（500万円以下）

若手騎手；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 アイムポッシブル 牝3黒鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B470－ 21：25．2 5．9�
611 レッドブロンクス 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：25．73 10．5�
816 メイショウコミチ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 452＋ 2 〃 クビ 38．9�
510 ミッキーチャイルド 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 502＋121：25．91 7．7�
24 ネイビーアッシュ 牝5青鹿 55

54 ☆菅原 明良吉田 勝己氏 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 ハナ 11．4	
23 ミスビアンカ 牝3鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：26．0� 10．4

12 アメージングラン 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 510＋ 61：26．1クビ 2．7�
48 ロードエクスプレス 牡3鹿 56 小崎 綾也 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 468＋ 2 〃 クビ 6．5�
612� スズカクローカス 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗永井 宏明氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460± 01：26．31� 22．6
714 サトノポーラスター �3栗 56

53 ▲秋山 稔樹 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 488－ 8 〃 ハナ 84．1�
815 ヴァルゴスピカ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 林 徹 日高 本間牧場 436± 01：26．4クビ 153．9�
713� エストレーモシチー 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 野坂牧場 452－10 〃 クビ 257．4�
36 ルールシェーバー 牡3鹿 56 �島 克駿儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 472－ 21：26．71	 28．1�
47 � フレンドアリス 牝5栗 55 三津谷隼人横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 460＋ 21：26．8クビ 254．9�
11 イ ン プ ル ソ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 498＋18 〃 クビ 148．3�
35 ブルーパピヨン 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 458－ 61：28．29 41．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，927，200円 複勝： 47，729，600円 枠連： 10，283，100円
馬連： 44，958，400円 馬単： 18，512，700円 ワイド： 44，698，400円
3連複： 72，896，600円 3連単： 78，318，500円 計： 347，324，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 360円 � 770円 枠 連（5－6） 1，300円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，460円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 22，230円 3 連 単 ��� 104，180円

票 数

単勝票数 計 299272 的中 � 40494（2番人気）
複勝票数 計 477296 的中 � 73534（2番人気）� 33463（6番人気）� 13737（9番人気）
枠連票数 計 102831 的中 （5－6） 6114（6番人気）
馬連票数 計 449584 的中 �� 9899（12番人気）
馬単票数 計 185127 的中 �� 2446（19番人気）
ワイド票数 計 446984 的中 �� 10325（11番人気）�� 4632（23番人気）�� 3114（37番人気）
3連複票数 計 728966 的中 ��� 2459（68番人気）
3連単票数 計 783185 的中 ��� 545（330番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．2―12．5―12．5―11．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．7―48．2―1：00．7―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．0
3 ・（3，15）9（1，10，14）（8，11）6（2，16）（12，13）7（5，4） 4 ・（3，15）9（1，10）（8，14）11（6，2）16（7，12）13（5，4）

勝馬の
紹 介

アイムポッシブル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2019．7．14 中京4着

2017．2．27生 牝3黒鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 10戦1勝 賞金 16，310，000円
［他本会外：1戦1勝］



3505712月19日 晴 良 （2中京3） 第5日 第9競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走14時25分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

611 エフティイーリス 牝4黒鹿55 伊藤 工真吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 450－ 22：14．8 41．2�
713 キングオブドラゴン 牡3黒鹿55 川須 栄彦窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490＋142：15．01 6．2�
510 ハギノエスペラント 牡3青鹿55 西村 淳也日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 494＋ 62：15．21� 6．3�
23 ダンディズム 	4黒鹿57 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 482＋ 42：15．41
 5．4�
816 ロックグラス 牡3鹿 55 柴山 雄一橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 464＋ 6 〃 クビ 199．7�
12 ハナビマンカイ 	3芦 55 �島 克駿廣崎利洋HD� 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 452± 02：15．6 15．1	
715 タガノキングロード 牡3黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 42：15．7� 29．0


24 ナ ム ラ ド ン 牡3鹿 55
54 ☆富田 暁奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 480－ 2 〃 アタマ 16．9�

612 シトラスクーラー 	7鹿 57
56 ☆菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 460－ 22：16．12� 36．3�

47 ハローキャンディ 牝3鹿 53 小牧 太中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 432± 02：16．31� 31．8
818 サダムラピュタ 牡5黒鹿 57

56 ☆亀田 温心大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B496＋162：16．4� 102．9�
48 エスピリトゥオーゾ 牡6栗 57 中井 裕二名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 490＋122：16．5クビ 210．8�
11 アトムアストレア 牝5鹿 55

54 ☆菊沢 一樹永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 470－ 22：16．71� 588．8�
714 トゥプエデス 牡4黒鹿57 長岡 禎仁佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 460－ 22：17．12� 157．7�
59 メ ラ ー キ 牡3青鹿55 浜中 俊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 22：17．73� 2．1�
817� カドフィール 牡3鹿 55

52 ▲秋山 稔樹佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 B436＋ 42：17．8クビ 291．5�
36 ウェイヴァリー 牡3鹿 55 荻野 極 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 42：18．01� 102．9�
35 � クリノハプスブルク 牡6鹿 57

54 ▲小林 脩斗栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 458－ 32：18．1 768．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，851，400円 複勝： 59，827，700円 枠連： 13，393，900円
馬連： 58，090，400円 馬単： 26，967，100円 ワイド： 55，397，700円
3連複： 91，589，900円 3連単： 110，183，600円 計： 456，301，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，120円 複 勝 � 670円 � 260円 � 220円 枠 連（6－7） 3，260円

馬 連 �� 8，650円 馬 単 �� 25，470円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 2，640円 �� 800円

3 連 複 ��� 15，660円 3 連 単 ��� 181，960円

票 数

単勝票数 計 408514 的中 � 7932（10番人気）
複勝票数 計 598277 的中 � 19475（8番人気）� 62875（4番人気）� 78775（3番人気）
枠連票数 計 133939 的中 （6－7） 3176（12番人気）
馬連票数 計 580904 的中 �� 5200（25番人気）
馬単票数 計 269671 的中 �� 794（64番人気）
ワイド票数 計 553977 的中 �� 5154（29番人気）�� 5282（27番人気）�� 18652（7番人気）
3連複票数 計 915899 的中 ��� 4384（49番人気）
3連単票数 計1101836 的中 ��� 439（458番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―13．3―13．4―12．3―11．8―12．3―11．8―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．6―35．6―48．9―1：02．3―1：14．6―1：26．4―1：38．7―1：50．5―2：02．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3

・（14，15）13（6，18）（5，7，11，17）（9，16）（8，10）（3，12）（1，2）4・（14，15）（16，13）（5，6，18，9）（8，7，11，10）（3，12）（1，17）（4，2）
2
4

14，15－13（5，6，18）（8，7，11，17）（9，16）10（1，3，12）（4，2）・（14，15）16（6，13）（5，11，18，9）（8，7，10）（1，3）（17，12）（4，2）
勝馬の
紹 介

エフティイーリス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．6．9 東京2着

2016．2．23生 牝4黒鹿 母 エフティマイア 母母 カツラドライバー 16戦2勝 賞金 24，420，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワタシヲマッテル号
（非抽選馬） 3頭 アースブレイブ号・ボンディングタイム号・マコトジュズマル号

3505812月19日 晴 良 （2中京3） 第5日 第10競走 ��
��1，200�スポーツ報知杯中京2歳ステークス

発走15時00分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

読売新聞中部支社賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

57 ゴールドチャリス 牝2鹿 54 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 414－ 21：09．5 12．5�
11 フ ォ ド ラ 牝2鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 406＋ 61：09．61	 4．9�
22 オールアットワンス 牝2鹿 55 菅原 明良吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 440± 01：09．7クビ 5．3�
33 ピンクカメハメハ 牡2鹿 55 亀田 温心木村 久子氏 森 秀行 新ひだか 畠山牧場 464＋ 61：09．91	 12．2�
58 ミ エ リ 牝2栗 54 富田 暁 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 384－ 8 〃 アタマ 24．8�
34 ニシノアジャスト 牡2青鹿56 藤田菜七子西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 526＋12 〃 クビ 8．5	
814
 ジュストコル 牡2鹿 55 藤岡 康太吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm 506＋ 21：10．11� 6．4

610 ハイプリーステス 牝2芦 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 田原橋本牧場 414＋ 81：10．2クビ 283．0�
712 ロードリスペクト 牡2鹿 55 �島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 478－ 21：10．3 4．6
711 ク ム シ ラ コ 牡2栗 55 水口 優也�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 458＋ 4 〃 アタマ 102．2�
45 � トーセンウォーリア 牡2鹿 56 荻野 極島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 490－ 41：10．4� 17．2�
813 ホーキーポーキー 牝2栗 54 長岡 禎仁�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B454＋ 4 〃 クビ 289．6�
69 セレッソフレイム 牝2栗 54 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 432± 01：10．61	 29．0�
46 フクノラプラーニュ 牡2黒鹿55 中井 裕二福島 祐子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 476－ 21：10．7 284．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，327，300円 複勝： 76，178，100円 枠連： 15，506，300円
馬連： 94，020，300円 馬単： 38，158，300円 ワイド： 69，633，500円
3連複： 143，185，200円 3連単： 160，109，400円 計： 653，118，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 270円 � 190円 � 190円 枠 連（1－5） 1，970円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 710円 �� 840円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 25，890円

票 数

単勝票数 計 563273 的中 � 38050（7番人気）
複勝票数 計 761781 的中 � 66130（6番人気）� 108972（4番人気）� 111616（3番人気）
枠連票数 計 155063 的中 （1－5） 6080（14番人気）
馬連票数 計 940203 的中 �� 31810（9番人気）
馬単票数 計 381583 的中 �� 5336（24番人気）
ワイド票数 計 696335 的中 �� 24662（7番人気）�� 20324（12番人気）�� 45574（1番人気）
3連複票数 計1431852 的中 ��� 32732（7番人気）
3連単票数 計1601094 的中 ��� 4482（80番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．3―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．8―34．1―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．4
3 2，3，11，1，14（7，12）10（8，13）（4，9）－（6，5） 4 2，3，11－（7，1）14（8，10，12）（4，13）（6，9）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールドチャリス �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2020．6．7 阪神4着

2018．3．6生 牝2鹿 母 シルバーチャリス 母母 Silver Lane 6戦2勝 賞金 31，575，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



3505912月19日 晴 良 （2中京3） 第5日 第11競走 ��
��1，400�

あ り ま つ

有 松 特 別
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

67 ペコリーノロマーノ 牝3鹿 54 西村 淳也平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438－ 81：21．7 4．1�
55 メイショウドウドウ 牡5黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488＋ 81：21．81� 7．9�
710 ナ リ ス 牝4鹿 55 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 478± 01：21．9クビ 20．5�
11 タイセイトレンディ 	5青鹿57 亀田 温心田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 2 〃 ハナ 44．0�
812 トロイメント 牝4青 55 柴山 雄一�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 456＋ 4 〃 クビ 52．1�
44 アカノニジュウイチ 牝3鹿 54 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：22．0クビ 1．8	
56 ディアボレット 牝5栗 55 川島 信二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 462＋ 21：22．11 48．9

22 アドマイヤシナイ 牡6鹿 57 川須 栄彦近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞
湖 レイクヴィラファーム B454－ 4 〃 アタマ 83．1�
33 � ドクターデューン 牝5鹿 55 菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 480＋ 41：22．2アタマ 34．1�
68 � ミニオンペール 牝4鹿 55 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 468＋ 41：22．41� 6．1
811� プリヒストリー 	5黒鹿57 荻野 極ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：22．5クビ 67．7�
79 リバーシブルレーン 牡4青鹿57 菅原 明良吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 438－ 41：22．6 86．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，908，600円 複勝： 169，544，600円 枠連： 31，712，100円
馬連： 147，051，200円 馬単： 74，479，700円 ワイド： 105，492，800円
3連複： 221，705，700円 3連単： 356，326，500円 計： 1，182，221，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 250円 � 630円 � 730円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，130円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 11，390円 3 連 単 ��� 52，600円

票 数

単勝票数 計 759086 的中 � 146787（2番人気）
複勝票数 計1695446 的中 � 209866（2番人気）� 65261（4番人気）� 55779（5番人気）
枠連票数 計 317121 的中 （5－6） 22497（3番人気）
馬連票数 計1470512 的中 �� 36900（10番人気）
馬単票数 計 744797 的中 �� 10515（15番人気）
ワイド票数 計1054928 的中 �� 33009（6番人気）�� 24050（12番人気）�� 12080（24番人気）
3連複票数 計2217057 的中 ��� 14589（37番人気）
3連単票数 計3563265 的中 ��� 4911（145番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．4―11．7―11．6―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．3―47．0―58．6―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．7
3 ・（1，7）8，2（10，9）（5，11）（3，12，4）6 4 ・（1，7）（2，8）（5，10，9）（12，11）（3，4）6

勝馬の
紹 介

ペコリーノロマーノ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 新潟1着

2017．3．3生 牝3鹿 母 ヴ ィ ラ 母母 サミットヴィル 8戦3勝 賞金 36，972，000円

3506012月19日 晴 良 （2中京3） 第5日 第12競走 ��1，400�
お お す

大 須 特 別
発走16時10分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

714 シホノレジーナ 牝3栗 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 500＋ 21：24．0 1．8�
24 タガノハイライト 牝3青鹿54 中井 裕二八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 528－ 61：24．31� 9．8�
713 ラティーンセイル 牝4鹿 55 小崎 綾也 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：24．51� 37．1�
611 ファイヴレター 牡3青鹿56 柴山 雄一熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 456＋ 41：24．81� 22．2�
47 チュウワフライヤー 牝4栗 55 西村 淳也中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 アタマ 20．2�
815 スズカアーチスト 牝5黒鹿55 菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B462－ 21：24．9� 28．0	
816 プリミエラムール 牝4芦 55 川須 栄彦ライオンレースホース
 田島 俊明 浦河 田中スタッド 436－12 〃 アタマ 17．6�
48 ラ ヴ ノ ッ ト 牝5鹿 55 秋山 稔樹 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 480－ 81：25．21� 316．0�
23 プ リ マ ジ ア 牡3鹿 56 荻野 極藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 460± 0 〃 クビ 6．8
35 ヴィーナスフローラ 牝6栗 55 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 41：25．3� 28．7�
510 ライフレッスンズ 牡3鹿 56 菅原 明良金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 追分ファーム 502＋ 6 〃 アタマ 10．3�
12 ロゼキルシュ 牝3栗 54 亀田 温心
トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 490＋ 21：25．61� 67．9�
612	 コンボルブルス 牡4黒鹿57 泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 440－ 2 〃 アタマ 168．9�
36 ショウナンガナドル 牡4黒鹿57 
島 克駿国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 486－ 6 〃 クビ 15．4�
11 ガ チ コ 牝6鹿 55 富田 暁�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 478＋ 21：25．7� 69．9�
59 マサキノテソーロ 牡6栗 57 小林 脩斗了德寺健二ホール

ディングス
 加藤 和宏 新冠 山岡牧場 B528＋ 41：25．91� 445．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，385，900円 複勝： 87，151，600円 枠連： 23，462，500円
馬連： 99，074，300円 馬単： 51，071，800円 ワイド： 96，837，100円
3連複： 174，564，700円 3連単： 226，466，500円 計： 817，014，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 560円 枠 連（2－7） 330円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 440円 �� 920円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 18，670円

票 数

単勝票数 計 583859 的中 � 257660（1番人気）
複勝票数 計 871516 的中 � 331222（1番人気）� 65699（3番人気）� 24618（11番人気）
枠連票数 計 234625 的中 （2－7） 54063（1番人気）
馬連票数 計 990743 的中 �� 89041（2番人気）
馬単票数 計 510718 的中 �� 34778（3番人気）
ワイド票数 計 968371 的中 �� 60904（3番人気）�� 26700（9番人気）�� 5904（39番人気）
3連複票数 計1745647 的中 ��� 17241（28番人気）
3連単票数 計2264665 的中 ��� 8794（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．0―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．6―47．6―59．7―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．4
3 4，8，14（6，13，15）（3，9，10）（2，7，16）5－（1，12，11） 4 4（8，14）（6，13，15）（3，9，10）16（2，5，7）－11，12，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シホノレジーナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．7．14 中京3着

2017．3．17生 牝3栗 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 12戦3勝 賞金 40，231，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハードカウント号
（非抽選馬） 2頭 アイタイ号・モズレジーナ号



（2中京3）第5日 12月19日（土曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

219，500，000円
18，740，000円
1，550，000円
25，110，000円
76，376，000円
6，629，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
468，620，400円
730，262，700円
151，379，800円
700，380，300円
340，890，600円
629，599，100円
1，140，783，900円
1，421，827，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，583，744，200円

総入場人員 1，371名 （有料入場人員 1，188名）
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